
COMPLEX ADAPTIVE TRAITS 

若手ワークショップ開催報告 

新学術領域研究 
「複合適応形質進化の遺伝子基盤解明」	

Newsletter 

 Vol. 2 No. 4  2011 



表紙写真：ランの花に擬態するランカマキリ	 Hymenopus	 coronatus	 
（基礎生物学研究所　真野	 弘明）	 



 1 

第２回若手ワークショップ報告	 
	 	 

	 新学術領域研究「複合適応形質進化の遺伝子基盤解明」では、研究領域の

今後の発展のためには、研究自体の推進と連携に加えて、若手研究者や学生

の活性化、支援、交流等が不可欠であると考えています。そのため、昨年度

は 9 月の公開シンポジウムと同時にポスターセッションおよび交流会の形で

開催しました。今年度は、10 月 7 日と 8 日の 2 日にわたって「第２回若手ワ

ークショップ」を開催しました。計画研究・公募研究の各班の若手研究者か

ら口頭発表の形で最新の成果を発表してもらい、若手にシニアの研究者も加

わって議論する場を作りました。また、本領域の研究に必要な動植物の遺伝

子機能解析技術に関する最新事情を、４名の専門家にお話いただくことによ

り、若手研究者を支援しよういう試みをおこないました。	 

	 

	 第２回若手ワークショップでは、当領域の計画研究および公募研究の各班

から計 13 題の一般講演が行われ、最新の成果が発表されました。いずれに

対しても参加者から活発な質疑が行われ、座長や時計係が進行に苦慮するほ

ど熱心な討論が交わされました。また、遺伝子機能解析についてご講演いた

だいた４名の専門家（うち３名は領域外から招待）は、実際に昆虫や植物の

遺伝子をノックダウンあるいは強制発現するための技術を実例に即して分か

りやすく紹介してくださいました。さっそく自分の研究に使ってみようと考

えた参加者も少なくなかったようです。1 日目の夕方に開催したお忙しいな

かご講演くださった先生方、そして発表と討論に参加してくださった若手の

皆さん、ありがとうございました。	 

	 

	 今回のワークショップ開催にあたり、開催地の藤原晴彦班員と藤原研究室

の皆様には、事前の準備と当日の運営等で大変お世話になりました。今回は、

当領域の「遺伝子機能解析技術講習会」および「インフォマティクス情報交

換会」も同一キャンパスで連続して開催したので、多大な負担があったと思

います。若手ワークショップに関しては、開催初日に会場の図書館ホールが

故障して使えないという想定外の事態が発生しましたが、それにも迅速な対

応をいただき、無事に開催することができました。また、長谷部光泰領域代

表をはじめ、多くの班員に種々のご指導、ご協力をいただきました。深く感

謝いたします。	 

	 

平成 23 年 10 月 11 日	 

新学術領域研究「複合適応形質進化の遺伝子基盤解明」	 

関連集会担当	 嶋田	 透	 
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新学術領域研究「複合適応形質進化の遺伝子基盤解明」	 

第 2回若手ワークショップ	 
	 

■	 開催日時：2011 年 10 月 7 日(金)13:00 から 10 月 8 日(土)10:50 まで	 

■	 開催場所：東京大学柏キャンパス生命棟地階講義室	 

■	 プログラム：	 

	 10 月 7 日(金)	 

	 	 12:30~13:00	 受付	 

	 	 13:00~13:10	 開会の挨拶（長谷部光泰（領域代表者、基生研））	 

	 	 13:15~15:30	 若手一般講演	 

	 	 	 	 	 	 	 	 (座長：黄川田隆洋（前半 4題）、曽田貞滋（後半 4題）)	 	 	 

13:15-13:30	 入江直樹（理研 CDB・形態進化）	 個体発生と系統発生からみた脊

椎動物ボ	 ディプラン	 

13:30-13:45	 二階堂雅人（東工大・生命理工）	 シクリッドの適応放散・平行進

化と Standing	 Variation	 	 

13:45-14:00 	 Juliane	 Karine	 Ishida（理研、東大・農） 	 	 Transcriptome	 

analysis	 of	 the	 parasitic	 plant	 Phtheirospermum	 japonicum	 	 

14:00-14:15	 王	 華兵（東大・農・昆虫遺伝、学振外特）	 Transcriptional	 

regulation	 of	 β -fructofuranosidase	 genes	 in	 lepidopteran	 

insects	 

14:15-14:30	 Oleg	 Gusev（生物研・昆虫機能・乾燥耐性）	 First	 insights	 

from	 genomics	 of	 protective	 genes	 in	 the	 sleeping	 

chironomid:	 building	 a	 perfect	 survivor	 

14:30-14:45	 畑中理恵（生物研・昆虫機能・乾燥耐性）	 ネムリユスリカ特有の

ストレスタンパク質の探索	 農業生物資源研究所・昆虫機能研究開

発ユニット・乾燥耐性研究グループ	 

15:15-15:30	 菊田真吾（生物研・昆虫機能・乾燥耐性、学振 PD）	 乾燥時に蓄

積するナトリウムイオンはトレハローストランスポーター	 PvSTRT1

の輸送駆動力となる	 

15:30-15:45	 大門高明（生物研・昆虫成長制御）	 カイコガ科における性フェロ

モンシステムの進化	 

	 	 15:45~18:00	 遺伝子解析技術に関する講演	 	 (座長：嶋田透)	 	 

15:45~16:15 山口淳一(東大・新領域・先端生命)	 高効率の RNAi 技術に関する

講演	 

16:30-17:00	 吉川信幸（岩手大・農）	 各種作物の遺伝子機能解析へのリンゴ小

球形潜在ウイルスベクターの利用【招待講演】	 

17:00-17:30	 夏秋知英（宇都宮大・農）	 ポティウイルスベクター【招待講演】	 

17:30-18:00	 高須陽子（生物研・新機能素材）	 ジンクフィンガーヌクレアーゼ

を用いたカイコ遺伝子のノックアウト【招待講演】	 

	 	 18:30~20:30	 合同交流会（遺伝子機能解析技術講習会、若手ワークショップ、イン

フォマティクス情報交換会）（柏キャンパス内	 プラザ「憩い」に

て）	 
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	 10 月 8 日(土)	 

	 	 9:00~9:30	 受付	 

	 	 9:30~10:45	 若手一般講演	 (座長：松尾隆嗣)	 

	 9:30-9:45	 福島健児（総研大、基生研・生物進化）	 食虫植物の消化酵素遺伝

子群における平行進化と祖先機能の推定	 

	 9:45-10:00	 齋藤勝晴（信州大・農）	 ミヤコグサの菌根特異的共生変異体の解

析	 

10:00-10:15	 古賀皓之（筑波大・生命環境）	 棘皮動物幼生の形態進化を引き起

こした分子進化の解明	 

10:15-10:30	 真野弘明（基生研・生物進化）	 ランカマキリの発生ステージ特異

的な体色を構成する色素群の同定	 

10:30-10:45	 門田幸二（東大・農・アグリバイオインフォマティクス）	 タグカ

ウントデータから感度・特異度高く発現変動を検出するデータ解析

戦略	 

	 	 10:45-10:50	 閉会の挨拶（嶋田	 透（東大・農））	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

若手一般講演におい

ては、最新の研究成

果について活発な討

論がおこなわれた。	 

懇親会における相

互交流の様子。	 
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10月 7日（金） 若手一般講演 
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個体発生と系統発生からみた脊椎動物ボディプラン 
○入江直樹（理研CDB・形態進化） 
 
	 ３つの顔に複数の腕を持つ阿修羅像。このような脊椎動物が今後進化する可能性は?と

言われれば、進化生物学者は低い・・と答えるでしょう。しかしその裏付けはどこにある

のでしょうか？いま、進化発生学(Evo-Devo)の最前線では、「発生プログラムの保守的振

る舞い」を進化の総合説に組み込むべく熱い議論が展開されています。中でも個体発生と

系統発生（＝進化）の関係性は150年以上の未解決問題として残されており、２つの主な

対立仮説が出されていました。今回、我々はスーパーコンピュータを用いた比較トランス

クリプトーム解析から、仮説のひとつである発生砂時計モデルの妥当性を示しました。こ

れは、脊椎動物が共通の基本的ボディプランを持つことを、発生学的にも支持することを

意味するだけでなく、発生過程が精密機械としての側面がある一方、やわらかい側面を持

つことを示すものです。	 

	 幅広い議論を歓迎致します、よろしくお願いします。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

シクリッドの適応放散・平行進化と Standing	 Variation	 

○ 二階堂雅人 1，工藤優 1，近藤梓 1，相原光人 1，菊池潔 2，岡田典弘 1	 

（1 東工大院生命，2東大水産実験所）	 

 

	 我々は、東アフリカ三大湖産シクリッドの適応放散や平行進化には、祖先集団において

維持されてきた遺伝的多型の各湖への分配が大きな遺伝的基盤になっているという仮説を

打ち立て、その検証を試みている。同時に、Standing	 variation が如何にして祖先集団

中に生まれ、維持されてきたかについても明らかにしたい。これまでのシクリッド研究の

中で、３つの遺伝子(LWS,	 V1R1,	 V1R2)において、起源の古い２つのアリル型が多型とし

て維持されてきたことが分っているが、興味深いことにそれら３つの遺伝子は全て、シク

リッドの linkage	 group	 (LG)	 5 に存在していることが分った。LG5 はマラウィ湖産シク

リッドにおける ZZ,	 ZW 型の性決定を司る染色体であると予想されており、歯の形状や OB	 

morph など適応進化に関わる様々な遺伝領域が LG5 に存在する事が明らかになっている。

おそらく Haplochromines の共通祖先における、W 染色体の誕生に伴う組換え頻度の減少

がアリルの分化を促進し、さらには性決定遺伝子座に連鎖する形で分化した２つのアリル

型が維持されたのではないかと予想している。	 
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Transcriptome	 analysis	 of	 the	 parasitic	 plant	 Phtheirospermum	 japonicum.	 

○Ishida JK1,2, Yoshida S1, Wafula E3, dePamphilis CW3, Namba S2, Shirasu K1. 
( 1 Plant Science Center. RIKEN, Japan，2 Graduate School of Agricultural and Life Science - The 
University of Tokyo, Japan，3 Department of Biology, The Pennsylvania State University, USA) 

 
	 Parasitic plant Phtheirospermum japonicum invades host to take water and nutrients via 
haustorium. To find the genes essential for haustorium development the transcriptome of P. 
japonicum were sequenced. The assembly resulted in 58137 contigs. The 60 bp probes from 
assembled sequences were immobilized in microarray slides and hybridized with labeled cRNA 
extracted at different time points during the treatment with DMBQ (2, 6-dimethoxy-p-
benzoquinone), a chemical able to induce the haustorium in vitro. Differential gene expression was 
confirmed using qRT-PCR. The expression levels of transcription factors WRKY33 and the nuclear 
protein Pirin were increased during the first three hours of DMBQ treatment, suggesting those 
proteins may play important roles during the early haustoria development. In addition DMBQ-
induced differential regulation of genes encoding oxygen processing enzymes such as peroxidases, 
glutathione transferases and quinone redutases, allow us to infer the pivotal role of reaction oxygen 
species during the haustoria development. In future, reverse genetic approaches will be taken to 
further analyze the function of these genes. 
	 

	 

	 

	 

	 

Transcriptional	 regulation	 of	 β -fructofuranosidase	 genes	 in	 lepidopteran	 

insects	 

○王	 華兵1，木内隆史1，國生龍平1，加藤裕子1，大門高明1,2，勝間	 進1，嶋田	 透1（1東大

農，2生物研）	 

	 
	  Sucrases are digestive enzymes that hydrolyze α-glucosyl (α-glucosidase, EC 3.2.1.20) or β-
fructosyl residue (β-fructofuranosidase, β-FFase, EC 3.2.1.26) of the substrate. α-glucosidase but 
not β-FFase activity is inhibited by the sugar-mimic alkaloids. We identified the β-FFase cDNAs 
not only from Bombyx mori, but also from Rondotia menciana, Glyphodes pyloalis, Antheraea 
pernyi, Samia cynthia ricini, and Trilocha varians. qRT-PCR indicated that β-FFase genes (Suc1) 
were much more highly expressed in the midgut of the mulberry-feeders (Bm, Rm, Gp) than in that 
of the non-mulberry feeders (Ap, Scr, Tv), indicating that Suc1 potentially contributes to the 
adaptation of the insects to mulberry. To investigate the transcriptional regulation of the β-FFase 
genes, we determined the sequences of the 5' upstream regions of GpSuc1, TvSuc1 and BmSuc1 and 
found that putative silk gland factor 1 (SGF1) binding sites in the promoter regions were conserved 
among three species, suggesting some roles of SGF1.  
  One the other hand, we found that the inhibitory effect of DNJ and D-AB1 on soluble midgut α-
glucosidase activities of non-mulberry-feeders was stronger than that in the mulberry-feeders. It 
suggests that not only Suc1 but also the α-glucosidases genes have evolved to adapt to the mulberry 
alkaloids.
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First	 insights	 from	 genomics	 of	 protective	 genes	 in	 the	 sleeping	 chironomid:	 

building	 a	 perfect	 survivor.	 

○Oleg Gusev, Kyosuke Mukae, Richard Cornette, Takashi Okuda and Takahiro Kikawada 
(Anhydrobiosis Research Group, National Institute of Agrobiological Sciences, Ohwashi 1-2, 
Tsukuba, 305-8634, JAPAN) 

	 
	 Larvae of the sleeping chironomid Polypedilim vanderplanki are able to survive decades of 
complete dehydration. In addition, in the dry form the larvae show high cross-resistance to various 
abiotic stresses, including vacuum and ionizing radiation.  We have recently found that the 
anhydrobiotic larvae experience massive DNA damage and excessive level of oxidative stress upon 
every cycle of dehydration-rehydration. The sleeping chironomid is characterized by significant 
expansion in homologous and paralogous copies of defensive genes, such as major antioxidants of 
thioredoxin-based cycle, heat shock proteins and protein-reparation methyltransferases. We have 
observed clear differences in expression patterns of the paralogs in relation to anhydrobiosis. In 
addition, we hypothesize that ability to stand prolonged period of severe nuclear DNA 
fragmentation is linked to adaptive changes in apoptosis control network, as many of typical 
apoptosis initiators are missing in the sleeping chironomid genome.  
 
 
 
 
 
 
ネムリユスリカ特有のストレスタンパク質の探索	 

○畑中理恵 1，グセフ・オレグ 1，薦田（萩原）優香 1，菊田真吾 1,2，金森保志 1，藤田弥佳
1，コルネット・リシャー1，末次克行 1，奥田隆 1，佐藤矩行 3，黄川田隆洋 1	 

(1（独）農業生物資源研究所	 乾燥耐性研究グループ，2JSPS，3（独）沖縄科学技術研究

基盤整備機構	 マリンゲノミックスユニット)	 

	 

	 ネムリユスリカ(Polypedilum	 vanderplanki)の幼虫は極限的な乾燥耐性を示す。乾燥耐

性に貢献する因子として、LEA タンパク質が知られている。LEA タンパク質はシャペロン

様活性をもち、乾燥耐性を示す生物に共通してみられるストレスタンパク質である。これ

までに、ネムリユスリカでも LEA タンパク質をコードする 3 つの cDNA が単離されている。

次世代シーケンサーによる de	 novo シーケンスにより、ネムリユスリカゲノムには、LEA

タンパク質をコードする遺伝子 PvLea が少なくとも 25 個あることがわかった。また、

PvLea 遺伝子はいずれも乾燥過程で発現が誘導されることから、複数の PvLEA タンパク質

が乾燥耐性に関与する可能性が示唆された。PvLEA タンパク質 25 個のうちのひとつにつ

いて機能解析をしたところ、乾燥保護機能があることが分かった。LEA タンパク質をもつ

昆虫は、これまでのところ、極限的な乾燥耐性を示すネムリユスリカのみである。今後、

PvLEA タンパク質の機能解析を進め、極限的な乾燥耐性に関わるネムリユスリカ特有のス

トレスタンパク質の役割を明らかにして行きたいと考えている。 
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乾燥時に蓄積するナトリウムイオンはトレハローストランスポーター	 PvSTRT1の輸送駆動

力となる	 

○菊田真吾1,2,	 畑中理恵1,	 コルネット・リシャー1,	 	 末次克行1,	 奥田隆1,	 黄川田隆洋1	 

(1生物研,	 2日本学術振興会PD)	 

	 

	 ネムリユスリカの乾燥耐性に不可欠な生体内分子の一つにトレハロースがある。乾燥時

に、脂肪体（ヒトの肝臓の機能に相当する）でグリコーゲンの分解により産生されるトレ

ハロースは、脂肪体膜上に発現するトレハローストランスポーターを介して体液中へと輸

送される。乾燥幼虫ではトレハロースが全体に分布しており、体液から様々な組織へのト

レハロースの取り込みが想定された。しかしながら、この役割を担うトランスポーターは

不明であった。我々は、ドラフトゲノムシークエンスや RNA-Seq を駆使し、新規トレハロ

ーストランスポーター遺伝子を探索した。候補遺伝子 PvStrt1 をアフリカツメガエル卵母

細胞に発現させ、トレハロースの取り込みを検証した。その結果、PvSTRT1 は Na イオン

の電気化学的勾配を利用したトレハローストランスポーターであることを突き止めた。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

カイコガ科における性フェロモンシステムの進化	 

○大門高明1,2,	 藤井毅2，門田幸二2，勝間進2，石川幸男2，嶋田透2 
（1農業生物資源研，2東大院農） 
 
	 昆虫は種ごとに特有の性フェロモンを発達させており、これによって独自の化学生態学

的ニッチを獲得し、巧みに異種間の交配や交信撹乱を防いでいる。しかし、性フェロモン

の進化には大きな制約がかかっており、昆虫がいかにこの制約を回避・克服して種特異的

な性フェロモンシステムを確立し得たのかは謎に包まれている。この制約とは、性フェロ

モンが進化するためには「受容システム」と「合成システム」の両者が同時にかつ矛盾な

く変更されなければならない、という制約である。複数の形質進化（受容と合成）を必要

とする点で、昆虫の性フェロモンシステムは複合適応形質の典型であると言える 
	 我々は、昆虫の性フェロモンシステムの進化の遺伝子基盤を理解する上で、カイコとそ

の近縁種が有力なモデル系になると考え、カイコガ科の性フェロモンシステムの体系的な

解析を進めている。本講演では、カイコ、クワコ、イチジクカサン、ウスバクワコ、テン

オビシロカサンの性フェロモン成分、触角応答、行動実験の解析結果を報告する。そして、

カイコとその近縁種との比較解析の結果見えてきた、カイコガ科昆虫における性フェロモ

ンシステムの進化プロセスについて議論したい。	 
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10 月 7 日（金）	 遺伝子解析技術に関する講演	 
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カイコ胚で siRNA は long	 dsRNA より効率的に RNAi を引き起こす	 

○ 山口淳一，溝口喬之，藤原晴彦（東大・院新領域）	 

	 

	 Short	 interference	 RNA	 (siRNA)	 は、主に哺乳類の培養細胞や個体へ導入して RNAi を

誘導するツールとして広く用いられている。一方、昆虫では RNAi を誘導するのに long	 

dsRNA が用いられることが多く、siRNA の有効性についてはほとんど調べられていない。

そこで、鱗翅目昆虫のモデル生物であるカイコの胚で、昆虫における in	 vivo での siRNA

の有効性を検証した。ターゲット配列の選択は哺乳類の設計方法を基に行い、リアルタイ

ム RT-PCR による mRNA レベルの定量と表現型の詳細な観察を行った。各遺伝子の long	 

dsRNA の注射も並行して行い両者の効果を比較解析した結果、ほぼ全てのターゲット遺伝

子に対して siRNA は long	 dsRNA よりも高い効率でノックダウンできることが明らかにな

った。	 

	 最近は低価格の siRNA が簡便に得られることから、上記の結果は、昆虫におけるリバー

スジェネティックスの網羅的な解析ツールとして	 long	 dsRNA よりも siRNA が有効に利用

できる可能性を示唆している。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

各種作物の遺伝子機能解析へのリンゴ小球形潜在ウイルスベクターの利用	 

	 ◯吉川信幸（岩手大農）	 

	 

	 植物ウイルスベクターを利用したウイルス誘導ジーンサイレンシング（VIGS）は、標的

遺伝子配列の一部を VIGS 用ウイルスベクターに連結し、植物に感染させることで簡便か

つ迅速に標的遺伝子の発現をノックダウンすることができる逆遺伝学的解析ツールである。

筆者らの研究室で構築したリンゴ小球形潜在ウイルス（Apple	 latent	 spherical	 virus,	 

ALSV）ベクターは、リンゴから単離された潜在性ウイルスをベクター化したもので、１）

ほとんどの宿主植物に全く症状を出さないで全身感染する、２）感染植物で安定したサイ

レンシングを持続的に誘導する、３）ウイルスは茎頂分裂組織や葉原基に速やかに侵入す

るため、成長点で機能する遺伝子のノックダウンが可能なことなど、VIGS 用ウイルスベ

クターとしての利点を備えている。ALSV ベクターを利用することで、シロイヌナズナな

どの実験植物に加えて、従来 VIGS 技術の適用が難しかったウリ科やマメ科作物、リンゴ、

ナシなどバラ科果樹類においても安定したサイレンシングを誘導できるようになった。本

報告では、各種作物および果樹での ALSV ベクターによる VIGS について紹介する。	 
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ポティウイルスベクター	 

○夏秋知英	 (宇都宮大農)	 

	 

	 植物における遺伝子組換えや遺伝子解析法は、アグロバクテリウムを用いたＴＧ植物の

作出と一過性外来遺伝子発現（agroinfiltration 法）が主流である。しかし、組換え効

率の低い植物種では多大な労力と時間がかかり、また一過性発現では植物体全身で外来遺

伝子が発現しない。ウイルスベクターはこのような問題点を克服できるが、既報のウイル

スベクターは、ほとんどがタバコなどの実験用植物での応用例である。そこで、これまで

報告例のない植物種で利用可能なウイルスベクターの開発と応用を目的として、ポティウ

イルスのベクター化に取り組んできた。ポティウイルス属には 200 種以上が含まれ、個々

のポティウイルスの宿主範囲は狭いがあらゆる植物種から分離されるので、広範囲な重要

農作物に対応したウイルスベクター群が同じ手順で構築可能である。また、ポティウイル

スは紐状粒子なので、小球形ウイルスと異なって比較的大きな外来遺伝子を挿入できる。

ポティウイルスは大きなポリプロテインを合成して自らのプロテアーゼで切断するので、

複数の外来遺伝子を同時に導入できる。さらに、これまでの弱毒株の研究から、同じウイ

ルスの強毒株と同時に弱毒株のベクターも作成可能である。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

ジンクフィンガーヌクレアーゼを用いたカイコ遺伝子のノックアウト	 

○高須陽子，小林功，田村俊樹，内野恵郎，瀬筒秀樹，Suresh	 Sajwan，Michal	 Zurovec	 

(生物研，南ボヘミア大学)	 

	 

	 ジンクフィンガーヌクレアーゼ（ZFN）は、標的とする DNA 配列を特異的に認識し、切

断する人工の酵素である。ZFN を生殖細胞の染色体に作用させ、特定の遺伝子をノックア

ウトすることにより、遺伝子機能の解明に役立つと期待されている。また、カイコの絹糸

腺を用いた有用物質生産の効率向上のためにも、内在性遺伝子のノックアウトは強く望ま

れている。私たちのグループは、カイコ受精卵に ZFN の mRNA を注射し、皮膚の色素形成

を担う BmBLOS2 遺伝子をノックアウトすることに成功した。しかし、今後さまざまな遺伝

子をノックアウトするためには、まだいくつかの課題がある。最大の課題は、変異個体の

検出法の確立である。多くの場合、標的遺伝子が破壊された変異個体を外見から特定する

ことは困難で、変異個体の特定は PCR に頼らざるをえない。現在の変異導入効率では、

PCR による変異個体の特定は可能ではあるが、時間、労力、コスト面で実用的ではない。

そのため、相同組換えにより蛍光タンパク質遺伝子を導入し、変異個体を確実に選び出す

方法を試みている。また、簡易なアッセイにより、あらかじめ効率の高い ZFN を絞り込む

方法も検討している。	 
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10 月 8 日（土）	 若手一般講演	 
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食虫植物の消化酵素遺伝子群における平行進化と祖先機能の推定	 

○福島健児 1,	 2，野澤昌文 2，重信秀治 2，住川直美 2，西山智明 3，長谷部光泰 1,	 2	 

(1 総研大・生命科学・基礎生物学,	 2 基礎生物学研究所,	 3 金沢大・学際科学実験センタ

ー)	 

	 

	 食虫植物は小動物を捕獲・消化・吸収し、養分獲得を行う植物である。分子系統解析の

結果から、食虫植物が被子植物中で少なくとも６回独立に進化しており、小動物の分解に

関与するプロテアーゼやキチナーゼなどの消化酵素も独立に進化したことが明らかとなっ

た(Albert	 et	 al.,	 1992)。本研究では、消化酵素の反復的な進化の分子機構を探るため、

４系統５種の食虫植物をサンプリングし、消化液中に含まれるタンパク質の部分アミノ酸

配列を決定した。その結果、複数系統から同定できた７遺伝子族のうち６遺伝子族におい

て、オルソログ関係にある遺伝子が消化酵素遺伝子として進化した可能性が示唆された。

次に、複数の遺伝子族において平行進化が生じるメカニズムを探るため、消化酵素遺伝子

群のシロイヌナズナオルソログの発現プロファイルを解析した。その結果、消化酵素遺伝

子群が、いずれも生体防御に機能していた遺伝子から進化した可能性が示唆された。	 

現在、第二世代シークエンサーを用いた消化酵素遺伝子全長の単離を試みており、その結

果も併せて報告する。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

ミヤコグサの菌根特異的共生変異体の解析	 

寺澤隼矢 1,	 小島知子 2,	 菅沼教生 3,	 川口正代司 4,	 大友量 5,	 ○齋藤勝晴 1	 

（1信州大・農,	 2農研機構・畜草研,	 3愛知教育大・生命科学,	 4基生研,	 5農研機構・北農

研）	 

	 

植物の菌根と根粒共生には両者の形成過程に共通して機能する遺伝子が存在する。この

ことは、マメ科植物が菌根の古い共生システムの一部を利用し根粒共生を成立させてきた

ことを示している。一方で菌根形成に特有のシグナル伝達経路はほとんど分かっていない。

菌根共生の形成機構や進化を解明するため、菌根形成に異常が見られるミヤコグサ変異体

を用いて表現型解析と原因遺伝子のクローニングを行った。	 

共生変異体 ME966 の菌根菌感染率は野生型に比べ低く、菌根菌の菌糸は植物の表皮細胞に

侵入するところで伸長を停止させていた。しかし一部では、野生型と同様に皮層まで菌糸

を伸ばし、皮層細胞内に樹枝状体を形成する菌糸も観察された。ME966 変異体の根粒数や

根粒直径や感染糸数には、野生型との有意な差は見られなかった。感染細胞やバクテロイ

ドの形態にも両者間で違いは見られないことから、ME966 変異体は菌根形成特異的に異常

を示す変異体であることが明らかとなった。ME966 変異体の原因遺伝子は 2 番染色体の南

側にマップされ、この領域には共生関連遺伝子が報告されていないことから、ME966 変異

体の原因遺伝子は新規の共生関連遺伝子と考えられた。	 



 14 

棘皮動物幼生の形態進化を引き起こした分子進化の解明	 

◯古賀皓之，守野孔明，和田洋	 (筑波大・院	 生命環境)	 

	 

	 棘皮動物はプランクトン性の幼生を経て、成体へと変態する。ウニとクモヒトデに見ら

れるプルテウス型幼生は、長い腕とそれを支える骨片が特徴的な形態であり、祖先的なオ

ーリクラリア型幼生から進化した派生的な形態である。棘皮動物は古くから発生学の材料

として用いられてきており、その発生学的利便性から、近年ウニの初期発生に関わる遺伝

子基盤が詳細に解明されている。我々は、こうした利点を生かして、棘皮動物の幼生の形

態進化を実験的に再現しようとしている。具体的には、プルテウス型形態に重要な幼生骨

片の獲得を再現することで、その十分条件を明らかにしたい。これまでの研究で、ウニ幼

生で骨片形成に関わる遺伝子のいくつかが、骨片をもたないヒトデ幼生では発現せず、こ

れらの遺伝子の発現変化が骨片獲得に重要であったことが示唆された。ウニとクモヒトデ

のプルテウス形態は収斂進化により独立に獲得されたと考えられるため、その背景にある

分子機構は単純であると想定されたが、実際はいくつも段階を経て進化してきたことが伺

えた。現在我々は、骨片をもたないヒトデ幼生にこれらの遺伝子を強制発現したときにど

のような影響があるかを調べている。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

ランカマキリの発生ステージ特異的な体色を構成する色素群の同定	 

○真野	 弘明，長谷部	 光泰（基生研・生物進化）	 

	 

	 オモクローム系の色素キサントマチンは、赤色・黄色・褐色など、さまざまな体色を持

つ昆虫種において見出される色素である。しかし、この 1 種類の色素がどのように特異的

な体色を生み出すのかという問題は未解決だった。我々は、発生ステージに応じて体色を

変化させる擬態昆虫ランカマキリ（Hymenopus	 coronatus）をモデルにし、この謎に迫ろ

うと考えた。独特のピンクの体色を持つランカマキリのメス終齢幼虫においては、おもに

通常型のキサントマチンが存在することを明らかにした。一方、黄色味がかった赤色を基

調とした体色を持つ 1 齢幼虫においては、通常型および脱炭酸型のキサントマチンに加え、

抽出後に急速に分解する、非常に不安定な黄色色素が存在することを見出した。生化学的

解析の結果、この黄色色素はキサントマチンの直近の前駆体（プレキサントマチンと命

名）であると判明した。以上の結果から、キサントマチンには３つの分子形態（通常型・

脱炭酸型・プレ）が存在し、この組み合わせによって多様な体色を形成しうることが示さ

れた。	 
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タグカウントデータから感度・特異度高く発現変動を検出するデータ解析戦略	 

○ 門田	 幸二 1，西山	 智明 2，清水	 謙多郎 1	 

（1東大・院農，2金沢大）	 

	 

	 任意の二つの状態間で発現の異なる遺伝子（Differentially	 Expressed	 Genes;	 DEGs）

を同定する研究は、比較トランスクリプトーム解析における主要な目的の一つである。こ

れまでに、次世代シーケンサー由来タグカウントデータを入力として、DEG の検出を行う

統合的な手法（edgeR,	 DESeq,	 baySeq,	 NBPSeq など）がいくつか提案されている。また、

要素技術として利用可能な正規化法（TMM,	 GAM など）も独立に提案されている。我々は、

データ中に占める DEG の割合や偏りに対する様々なシナリオを想定したシミュレーション

データを用いて（今回提案する正規化法を含む）様々な方法の組み合わせの解析を行って

きた。本ワークショップでは、これらの結果について報告する。	 
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